せ い か こうりゅう

2022 年

精華 交 流 センター

新型コロナ対策として入場制限を行い、館内の消毒時間帯を設けています。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

利用可能時間：10 時～1 時、2 時～6 時
※新型コロナウイルスの状況に応じて変更になる場合があります

多治見市子ども支援課
〒507-0027 多治見市上野町 4-23-1
E-mail： seika＠tajimi-bunka.or.jp

☆新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定している講座・イベントが
中止もしくは延期となる可能性があります。
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あいさつで絆の日

木
3 おやすみ

まーぶるぱーく…ぬりえやおりがみ
ちゃれんじぱーく…なわとび検定
【時

TEL：0572-25-1533 FAX：0572-25-2366
HP： https://www.tajimi-bunka.or.jp/seika/

金

土

4

5

たまごクラブ
10:30～11:15

ららら精華
10:30～11:30

11

12

おかあさんといっしょに遊ぼう！
10:30～11:15

せいかパルパル
ぱーくサポーター
10:30～11:30
一輪車クラブ
A1:30～2:15
B2:30～3:15

間】開館時間いつでも

6 おやすみ
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9

10

たじみ子どもの権利の日協賛事業

子育て相談日（要予約）
1:00～5:00

きっずぱーく
2:00～4:30

ひよこクラブ
10:30～11:15

せいかパルパル
ぱーくサポーター

13 おやすみ

14

15

まなびプレイス・おしゃべりプレイス
【時 間】開館時間いつでも（要申込）

16
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キッズビクス
10:30～11:15

バンビクラブ
10:30～11:15
りらっくすまま
1:30～3:00

たまごクラブ
10:30～11:15

Yummy クラブ
10:30～12:00

23 おやすみ

24

25

26

中高生向けに、勉強やあそびの場所を
提供します。気軽に来てね！

20 おやすみ

21

22

たじみ子どもの権利の日

ひよこクラブ
10:30～11:15

くらくなるのがはやいです。
おうちのひとと、
かえりのやくそくを
しっかりしましょう。

27 おやすみ
ふれあい餅つき大会
11:00～2:00
花餅づくり
①10:00～10:45
⓶11:00～11:45

28

29

30
せいかピクニック

【日にち】平日（祝日を除く）【時 間】12～1 時
【対 象】乳幼児と保護者
【申込み】各前日まで
他の親子さん達と交流しながらお弁当を食べよう！
詳しくは職員までお問い合わせください。

☆行事の実施時間前後は、遊戯室で遊べない場合もあります。ご了承ください。

☆

ららら精華
10:30～11:30
一輪車クラブ
A1:30～2:15
B2:30～3:15

≪ やくそくとおねがい ≫
☆うけつけで、なまえをかいてからあそびましょう。
☆つかったものは、きちんとかたづけましょう。
☆幼児さんは、おとなのひととあそびに来ましょう。
☆たいせつなものやおかしは、もってこないようにしましょう。
☆じどうかんのなかでは、たべたりのんだりできません。

マークのある日は、せいかパルパル・ぱーくサポーター、

は精華ぼらんてぃあキッズの行事参加日です

※有料講座の申込みは保護者の方でお願いします。※すべての行事には、未就学児は保護者の同伴が必要です。

りらっくすまま
≪カレンダーづくり≫
【日にち】11 月 17 日（木）
【時 間】1:30～3:00
【会 場】多目的実習室
【対 象】地域の健全育成に興味がある方
【定 員】10 名
【持ち物】はさみ・のり・写真や雑誌の切り抜き等
飾りに使いたいもの
【参加費】会員 50 円、非会員 100 円
【申込み】10 月 20 日（木）9 時～窓口
10 時～電話受付
A3 サイズの年間カレンダーに、好きな写真や
切り抜きをコラージュして楽しみましょう！

精華校区青少年まちづくり市民会議 共催
精華校区青少年まちづくり市民会議 共催

ふれあい餅つき大会
花餅づくり

【日にち】12 月 17 日（土）
【時 間】開 場：1:15～ 開 演：1:30～
【会 場】大ホール 【対 象】どなたでも
【定 員】80 名 【参加費】ひとり 100 円
【協 力】せいかパルパル・ぱーくサポーター
【共 催】精華母親クラブ りらっくすまま
【申込み】10 月 24 日（月）9 時～窓口
10 時～電話受付
ぜひ、家族や友達と参加してね！

【日にち】12 月 11 日（日）

【日にち】11 月 27 日（日）
【時 間】①10:00～10:45
②11:00～11:45
【会 場】大ホール

【時 間】①10:00～10:45
②11:00～11:45

【対 象】どなたでも

【定 員】各回 30 名 【参加費】無料

【定 員】各回 20 組

【チケット配布日】10 月 20 日（木）
９時～窓口、10 時～電話受付

【参加費】無料

【チケット】配布中

紙粘土で花餅をつくります。
枝に紅白の紙粘土をつけて、自由に飾ろう！

たじみ子どもの権利の日協賛事業

クリスマスおたのしみ会
「精華 de 聖歌」

ふれあいフェスティバル
児童館ブース（軽スポーツ）

【会 場】遊戯室・研修室
【対 象】どなたでも

的に羽根を投げて得点をとる「羽根っこゲーム」と
的にビーを投げる「ディスゲッター」
2 つの種目にチャレンジしよう！
景品もあるよ！ぜひ申し込んでね！

きっずぱーく

9 月「マナー豆チャレンジ」結果発表
やまかわ かのんさん （5 年）
いまえだ めぐさん （5 年）
おめでとうございます！
よくがんばりました！
11 月は「カラーコーンチャレンジ」
「ねことネズミの大レース」です。
ランクインを目指してがんばってくださいね！
【日 時】11 月 9 日（水）
、10 日（木）2:00～4:30
【会 場】遊戯室 【対 象】小学生まで
【持ち物】タオル・飲み物など 【申込み】受付中

11 月 20 日は
「たじみ子どもの権利の日」
多治見市では、
「多治見市子どもの権利に関する条例」で
11 月 20 日を「たじみ子どもの権利の日」と
定めています。
一人ひとりの子どもが、自分の人生の主人公として
健やかに育っていくために最もいいことは何か、
子どももおとなもいっしょに考えてみましょう。

多治見市精華交流センターは、指定管理者制度により（公財）多治見市文化振興事業団が多治見市より受託し管理運営しております。

